
①社会教育・生涯学習　②学校教育　③文化　④科学技術・学術

市町村 類型 古典の日 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考 担当者

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 児童・保護者・地域の方との交流 11月3日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772 教頭　竹中

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 10月31日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772 教頭　竹中

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月1日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772 教頭　竹中

由布市 ② 授業参観 日頃の学習の様子を公開 10月26日 由布川小学校 由布川小学校 無料 097-583-0751 教頭　高野

由布市 ② 夢授業
地域人材や外部講師等を活用した授業の様子を
公開

10月26日 由布川小学校 由布川小学校PTA 無料 097-583-0751 教頭　高野

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月8日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029 教頭　和田

由布市 ② 秋季大運動会 運動会の様子を公開 9月22日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079 教頭　後藤

由布市 ② 学校公開 日頃の学習の様子を公開 10月下旬 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079 教頭　後藤

由布市 ② ふれあいPTA 授業公開と体験活動 11月2日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079 教頭　後藤

由布市 ② 自由参観日 学校公開、授業参観 11月6日 阿南小学校 阿南小学校 無料 a54600@oen.ed.jp
教頭
仲元寺

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業を保護者や地域の方に公開します。 10月17日 東庄内小学校 東庄内小学校 無料 097-582-0241 教頭　衛藤

由布市 ② 亥の子づちづくり 地域の方々と一緒に亥の子づちを作ります。 11月6日
東庄内小学校体育
館

東庄内小学校 無料 097-582-0241 教頭　衛藤

由布市 ② 秋のお話会 読み聞かせサークル秋桜の会の読み聞かせ 11月上旬 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017 教頭　水島

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017 教頭　水島

由布市
①②
③

○ 由布っ子まつり
地域の方の指導により地域の方とのつながりを
深める。子ども、保護者、地域の方、教職員の
交流の場

11月12日
由布院小学校、
公民館、等

由布院小学校
由布院小学校PTA

無料 0977-84-2031 教頭　小野

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329 教頭　山﨑

由布市 ② かわにし文化収穫祭 育てて菊を飾り、全校での出し物披露 11月4日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022 館長　右田

由布市 ②
ふれあいみなこい祭
り

地区と小学校共催の交流活動 11月9日 塚原小学校体育館 塚原小学校 無料 0977-85-4141 教頭　阿部

由布市 ③ 文化芸術教室 庄内町で活躍する神楽座による神楽体験教室 6月12日 塚原小学校音楽室 塚原小学校 無料 0977-85-4141 教頭　阿部

由布市 ② 文化祭
中学生による合唱コンや国語・英語の弁論等の
発表

11月16日 挾間中学校体育館 挾間中学校 無料 097-583-0017 教頭　甲斐

由布市 ③ 文化発表会 生徒会を中心に、文化活動、合唱の発表 11月16日 庄内中体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014 教頭　森山

「おおいた教育の日」普及期間の取組（由布市）
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由布市 ③ 文化発表会 生徒会を中心に、文化活動、合唱の発表 11月16日 庄内中体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014 教頭　森山

由布市 ② 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月2日 湯布院中学校 湯布院中学校 無料 0977-84-2026 教頭　安東

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開 10月21日 湯布院中学校 湯布院中学校 無料 0977-84-2026 教頭　安東

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 10月31日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161 教諭　松下

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月1日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161 教諭　松下

由布市 ② なかよし運動会 家族と地域で楽しむ運動会です 10月12日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 園長　山田

由布市 ② 体験保育 未就園児との交流会です 10月25日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 園長　山田

由布市 ② 祖父母参観 祖父母との交流会です 10月26日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 園長　山田

由布市 ② 芋ほり 秋の実り収穫体験をします 11月14日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 園長　山田

由布市 ② サッカ－を楽しもう 指導者が来園しサッカ－の楽しさを学びます 10月中旬 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850 園長　猪野

由布市 ② 園公開日 体験入園を兼ねて園生活の様子を公開します 11月中旬 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850 園長　猪野

由布市 ② 祖父母と遊ぼう おじいちゃん、おばあちゃんと触れ合います 11月中旬 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850 園長　猪野

由布市 ② ふれあいPTA 授業公開と体験活動 11月2日 谷幼稚園 谷幼稚園 無料 097-583-3966 教諭　林

由布市 ② 園公開日 日頃の園様子を公開 11月中旬 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757 教諭　帆足

由布市 ② 祖父母参観 祖父母の皆さんとのふれあい活動 11月中旬 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040 教諭　小野

由布市 ② 公開保育 未就園児を招待 11月1日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040 教諭　小野

由布市 ② 大運動会 園児と保護者・祖父母と地域の方で運動会をする 10月5日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038 園長　小野

由布市 ② 新入園児体験保育 来年度入園対象児を招いて運動会ごっこをする 10月16日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038 園長　小野

由布市 ② 芋掘り大会 山崎地区の方と芋ほりをする 10月31日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038 園長　小野

由布市 ②
祖父母参観・
餅つき大会

祖父母と一緒に餅つきをする 11月15日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038 園長　小野
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由布市 ②③ 長宝祭２０１９ 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月16日
大分県立由布支援
学校

大分県立由布支援学
校

無料 097-582-0326 教頭

由布市 ② 作品展示 作品展示 11月 イオン挾間店
大分県立由布支援学
校

無料 097-582-0326 教頭

由布市 ② ふれあい音楽会 芸術緑丘高校による演奏　生徒との交流 11月5日
大分県立由布支援
学校

大分県立由布支援学
校

無料 097-582-0326 芸術緑丘高校来校 教頭

由布市 ③
庄内神楽祭り・庄内
町ふるさと祭り

 庄内神楽祭りは庄内神楽を継承する町内神楽
座の他、保育園児・高校生の神楽座、また市内
の団体が出演予定。

11月3日、
4日

神楽殿・庄内町総
合運動公園

由布市
庄内地域振興課

由布市
庄内地域振興課

由布
市

②③
大分大学医学部第17
回医学部祭

文化会，体育会等各団体が，多彩な企画を展開
し，各自それぞれ責任を持って運営することで大分
大学生としての自覚を促すとともに，地域の方と交
流を深めます。また，医療系の企画において日頃
の学習成果を発表することを通して，地域の方に
対し生活習慣病等の予防などの普及・啓発を図り
ます。
また，高校生を対象とした「学生によるオープン
キャンパス」（10月12日のみ）を開催します。

10月12～13
日

大分大学
挾間キャンパス

国立大学法人大分大
学
医学部祭
実行委員会

無料

大分大学
学務課総務・入試グ
ループ
（097-586-5511）

大分大学
学務課総
務・入試グ
ループ
高木
097-586-
5511


